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Special
Glory Shibata Presents

2020年応援グッズ
2020年の周年記念品としてもオススメ！

毎日使える便利な記念品
実用的で嬉しい！カラーバリエーションも豊富！

オリジナル用品
クラブの個性が光る！

和モダンで魅せる表彰品
多彩なデザインで功績を讃える！

フェイスタオル（2枚入）
¥1,2001177商品番号

●サイズ／34×88cm  ●素材／綿100％
●カラー／白　※日本製

ライオンマークが美しいフェイスタイル

¥1,500
30枚以上ならお得！

カラースポーツタオル
¥1,8001176BL商品番号 1枚

●サイズ／40×110cm  ●素材／綿100％ ジャガード織
●カラー／ジャパンブルー　※日本製

ライオンマーク入りカラータオル

¥2,400
30枚以上ならお得！

カラーバスタオル We Serve
¥2,8001175BL商品番号 1枚

●サイズ／125×66cm  ●素材／綿100％ ジャガード織
●カラー／ライトブルー　※日本製

「We Serve」のモットー入り

リュクス ペアメタル
サーモタンブラー

¥3,000G-1165商品番号 1セット
●サイズ／直径7.5cm 高さ13cm　●材質／ステンレス
●容量／約340ml タンブラー2客

¥2,200
30個以上ならお得！

モバイルバッティー
（iPhone用アダプター内蔵）

¥2,6006358-045商品番号 1個
●サイズ／6.6×11.5×0.9cm  ●材質／ABS樹脂
※iPhone5~X用アダプター内蔵・USBコード付き
※名入れできます。お問い合わせください。

多機種対応ブックレット型スマホケース
¥2,500G-40商品番号 1個

●サイズ／15.5cm×8.4㎝（閉じた状態）
 ●材質／合成皮革・マグネット
●対応機種/iPhone、Android端末多機種対応
　　　　　（サイズが幅8㎝×高さ15㎝×厚さ1.2㎝以内）
●カラー/ブルー、ブラック

スタイリング飲み口ボトル500ml
¥1,500G-297商品番号 1個

●サイズ／φ6.9×26.3cm ●材質／ステンレス・PP（真空構造）
※この商品はアソートです。色指定不可

使いやすいサイズと、優れた保冷温効力のステンレス製！ 飲みごろ温度をキープする、真空断熱構造！

2台同時に充電も可能！
薄型軽量のスマートフォン
対応充電器

スマートフォン多機種に対応！

¥1,100
40個以上ならお得！

ブルーブラウンピンクグリーンオレンジ

高機能なのにリーズナブルなギフトを集めました！日常生活で使える品も喜ばれます。

直飲みタイプ

¥2,500
30セット以上ならお得！

本体内側と外側の間が
真空構造になっている
ため、熱が伝わりにく
くなっています。

※表示価格は全て税抜き価格です。

Gift

真空構造

容量500ml
丁度良いサイズ感

POINT!

POINT!

容量
5000
mAh

有効期間
2020年3月 ～2020年12月末まで

お忘れ物はございませんか？
□ クラブ本旗（修理もいたします）
□ 例会用ライオン旗□ 日の丸旗

□ 万国旗
□ クラブバナー（新規デザインいたします）

□ クラブバッジ（新規デザインいたします）

□ ビジターズカードポケット用
□ ビジターズカード卓上用□ 土産袋（記念誌・記念品入れ）

□ バラリボン□ 感謝状及び表彰状□ 目録
□ 来賓者様への記念品□ スポンサークラブへの記念品

準備用品をチェック！

50個から別注承ります！NEW

NEW NEW

Lions Clubs InternationalLions Clubs Internation
al

フラップ部分はマグネット付きなので、

簡単きれいに閉じられます！

スマホ本体がスライドするので、

さまざまな機種でカメラ撮影が可能！

ポケットにはカード3枚+αが収納できて

機能性もバツグン！

ブルー ブラック

※名入れできます。お問い合わせください。



京都の伝統ある織物地方の職人達の高度
な技術で1本1本丁寧に作られています。
洗練された個性が光るデザインでメン
バー間の団結を高めます。クラブ用の制
服としてもおすすめです。

喜ばしい周年の機会に、クラブメンバーで
揃えるオリジナル品はいかがでしょうか？
幅広いご要望にも対応いたします。

オリジナルピン

Original Pins
個性を魅せるオリジナルを！
クラブメンバーの団結を高める！

別注ピン（目安価格）

国内製

国外製

国外製

国内製

※サイズなどにより価格が変わります。お問い合わせください。
※最低ロットは100個からです。

オリジナルネクタイ

Original Tie

オリジナル品の納期はデザイン決定後、約90日ほどいただきます

■型代 ¥80,000〜¥150,000

■型代 ¥40,000〜¥80,000

単 価 ¥1,500～¥2,000

単 価 ¥600～¥1,200

オーダーバナー
Order Banners 別注クラブバナー（目安価格） 弊社のバナーはたくさんの方からご好評いただいております！

単 価 ¥3,500～ ■版代¥20,000   ※最低ロットは30枚からです。
※素材やプリントなどもご相談いただけます。

ネクタイと同じ生地で作れます！

ネクタイの生地でポケットチーフや、
女性会員用コサージュが作れます。
お問い合わせください。

単価 シルク生地 ¥3,800～
単価 ポリエステル生地 ¥2,800～

■紋型代¥35,000〜 ※最低ロットは24本からです。

名入れタイプ

単価 シルク生地 ¥4,000～

■紋型代¥55,000〜 ※最低ロットは24本からです。

完全オリジナル

結成年度も入れられます。
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ライト
ブルー

レッド
エンジ

ブルー レモン
イエロー

グリーン レッド ネイビー

●生地／ポリエステル100% プリント生地
●サイズ／大剣幅8cm  全長145cm
●日本製生地　●ピン付き

2020年記念ネクタイ
日の丸ピンセット

¥3,000
CE2002AP商品番号

●サイズ／W11.5×H15.5mm

2020年記念ピン
高級仕様

¥1,500
2020-1商品番号

●サイズ／W13.3×H13.3mm

2020年記念ピン

¥1,000
2020-2商品番号

●サイズ／W17.7×H17.1mm

いちょう柄ピン

¥1,200
2020-3商品番号

●生地／綿ポリ　●サイズ／S〜5L

2020年記念Tシャツ

¥2,000
P-1商品番号

●生地／ポリエステル100% プリント生地
●サイズ／大剣幅8cm  全長145cm
●日本製生地　●ピン付き

2020年記念ネクタイ
日の丸ピンセット

¥3,000
CE2002BP商品番号

●生地／ポリエステル100% プリント生地
●サイズ／大剣幅8cm  全長145cm
●日本製生地　●ピン付き

2020年記念ネクタイ
日の丸ピンセット

¥3,000
CE2002CP商品番号

グレー

ネイビー

ライトピンク
ライトブルー

エンジ

2020年を応援！！
グローリーシバタでは2020年応援グッズをご用意しました！

2020年の周年記念品としてもオススメです！

単価 ポリエステル生地 ¥3,000～

※日の丸ピン付き

※日の丸ピン付き

※スウィングします
※いちょう柄



透湿撥水性の高密度タフタ。
反射素材で安心！

レッド グリーン オレンジ イエロー グレー サックス

ナチュラル ネイビー ピンク ブラック ホワイトロイヤルブルー

総裏メッシュでオールシーズンさわやか。
消臭ネーム付き！

バイザーのラインがアクセント！

ロイヤルブルー

生地はメッシュ素材

ベスト＆ブルゾンBest & Blouson

キャップCap

版代・版下代（1版） ¥9,000 印刷加工 ¥500～（1色刷り）※素材によって加工代金が変わります。ご了承ください。
※納期は文字決定後、約3週間後です。　※作成した版の保管期間は3年間です。

サンプルは無料で貸出いたします！

F（L）
66.5
69
56

LL
69.5
72
59

3L
72.5
75
62

単位（cm）

着 丈（前）
裄 丈（後）
身    巾

背 裏
メッシュ

透湿
撥水

■反射パイピング
■ムレにくい
　

リフレクスポーツベスト
¥2,500

¥2,000
●サイズ／F（L）～3L寸　●カラー／全12色　
●素材／ポリエステル100％

068-RSV商品番号

30枚以上ならお得！

刺  繍
名入れ
できますハニカムエアーキャップ

¥1,800
¥1,440

●サイズ／フリー（56～60cm）　●カラー／全3色
●素材／ポリエステル100%　メッシュナイロン
※クラブ名刺繍：別途@500円〜・ 個人名刺繍：別途@600円〜　

720-HCP商品番号

30個以上ならお得！

1個

後部マジックテープで簡単にサイズ調整ができます

クラブメンバーフォーム
～高品質でリーズナブル～
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背文字プリント（料金別途）

例

背文字
プリントOK!

（料金別途）

ホワイト

美しい刺繍エンブレム
～織職人がつくる、技術が光る日本製～

ラ
イ
オ
ン
ズ
の
品
位
を
高
め
る

　
伝
統
と
技
術
が
光
る
エ
ン
ブ
レ
ム

化粧箱も付けられます。
（別途¥300） 

差込式の裏面はマグネットでできているた
め、ポケットに入れるだけで止まります。
面倒な縫い付けが不要で、大切なジャケッ
トに穴を開けません。女性用ジャケットの
ポケットにも入る大きさです。

商品番号 0107

女性
会員
にもおすすめのサイズ

Special Price
30枚以上ご購入なら

¥6,000 の品を
@¥5,000

横幅7.5cm

商品番号 0105
横幅8cm

商品番号 2101
横幅6.7cm

エンブレムEmblem

簡単に脱着！ ポケットに入れるだけ! 金モールエンブレム
¥6,000

0105商品番号0107商品番号 2101商品番号

1枚

差込式マグネットタイプ

●素材／金モール  ●化粧箱別途300円
※クラブ名入れは通常40〜60日
※10枚より承ります。

¥5,00030枚以上ならお得！

モールという金属の管を
絹糸を通して縫い上げて
いく伝統的な技法で作り
あげたエンブレムです。
ライオンの顔も美しく、手
なじみがよい逸品。織職人
の技がいきています。

POINT

オレンジ レッド ネイビー

グレー サックス

ピンク イエロー

ブラック

ロイヤルブルー

ネイビー ホワイト

ブルゾン背文字・胸文字加工をいたします。

1枚

総 裏
メッシュ

消臭
ネーム

●サイズ／SS～6L寸　●カラー／全10色
●素材／240Tマイクロタフタ・ポリエステル100%

SS
59
46
54 57 60 61 62 62 64 64 64袖丈
108

S
62
48

113

M
65
51

118

L
67
53

122

LL
69
55

126

3L
71
57

130

4L
71
59

134

5L
73
61

138

6L
73
63

142

着丈
肩幅

胸廻

単位（cm）

■ムレにくい

裏メッシュブルゾン
AZ-2663商品番号

SS～LL ¥4,200 ¥3,36030枚以上
30枚以上
30枚以上
30枚以上
30枚以上

3L ¥4,500 ¥3,600
4L ¥4,700 ¥3,760
5L ¥5,200 ¥4,160
6L ¥6,200 ¥4,960

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

Special Price
30枚以上ご購入なら

20%OFF
@¥3,360～

Special Price
30枚以上ご購入なら

20%OFF
@¥2,000



¥1,200
30本以上ならお得！

¥1,450
30本以上ならお得！

表彰推奨品
～功績を讃え、心からの感謝を込めて～

表彰ギフト品
～クラブの功労者に贈る特別な記念品～

¥1,800
●サイズ／収納時14cm （軸径11.5cm） ※ノック式

1本

シェーファーVFM ボールペン
N2940051商品番号 N2940151商品番号
スリークシルバー ネオンブルー
N2940351商品番号 N2940551商品番号
ラディカルレッド マットブラック

MAS25A MAS25B

¥2,300
●サイズ／1.6×2.6cm 　※スイングタイプ 

1個

タックピン
MAS25A商品番号 MAS25B商品番号
ゴールド シルバー クルクルクリップ（マーク大）

¥3,000MYT-07商品番号 1個
●サイズ／1.5cm   ●材質／金メッキ ●サイズ／1.2cm   ●材質／金メッキ

¥1,900
30個以上ならお得！

¥2,400
30個以上ならお得！

クルクルクリップ（マーク小）
¥2,800MYT-08商品番号 1個

¥2,240
30個以上ならお得！

スリークシルバー

¥1,500
●サイズ／ボールペン（ボール径0.7mm 細字 黒・赤）　
　　　　　シャープペン0.5
※回転繰り出し式（ロータリー式セレクト機構）

1本

ビクーニャEX1多機能ペン

BXW1575S商品番号 BXW1575K商品番号
スカイブルー ライムグリーン

BXW1575F商品番号 BXW1575E商品番号
オレンジ セピア

（2色ボールペン　　　＋シャープペン）黒 赤

なめらか油性ボールペンインキ「染顔料インキ」を使用！

筆記をする指先に鮮やかさを演出するボールペン

ネオンブルー ラディカルレッド マットブラック

シャツの襟元や帽子、ネクタイなど、どんな物に
付けてもマークを正面に調整できます！

胸元で揺れるスイングタイプ

楯
VOP602D商品番号 ¥14,000
VOP602E商品番号 ¥13,000
VOP602F商品番号 ¥11,000

●サイズ／D（29.5×23cm）E（26×20.5cm）
F（22.5×18.5cm）●材質／ヒノキ材額・デジ
カラーエポプレート ガラス付き・裏足無し
※価格に版下・版代を含みます。

楯
VBS736-BMA商品番号 ¥16,500
VBS736-BMB商品番号 ¥15,000
VBS736-BMC商品番号 ¥13,500
VBS736-BMD商品番号 ¥12,000

●サイズ／A（21.5×17.5cm）B（19×15.5cm）
C（17×14cm）D（15×12.5cm） ●材質／圧縮材・
ブラックミラー板・表ファインカラーダイレクトプリント
※価格に版下・版代を含みます。

クリスタルアート楯
LS-32A 会長用商品番号

LS-32B 幹事用商品番号 ¥9,500
LS-32C 会計用商品番号

●サイズ／8×6×4cm ●材質／クリスタル 
※価格に版下・版代を含みます。

楯
SHP-7425A商品番号 ¥15,000
SHP-7425B商品番号 ¥11,000
SHP-7425C商品番号 ¥9,000

●サイズ／A（20.5×17.5cm）B（16×14.5cm）
C（14×12cm）
●材質／成型ガラス  プレート（アルミ染色加工）
※価格に版下・版代を含みます。

クリスタルトロフィ
VOS311A商品番号 ¥9,000
VOS311B商品番号 ¥8,000
VOS311C商品番号 ¥7,000

●サイズ／A（21.5×14cm）
B（19.5×13cm）C（17.5×12cm）
●材質／板ガラス・板ガラス台・　
2D加工
※価格に版下・版代を含みます。

他にはない個性が光るクリスタルトロフィ！

多彩なデザインの表彰品をラインナップ。 節目となる記念式典におすすめの使えるギフト品を提案いたします。

金箔・プラチナ箔トロフィ
VOT233A商品番号 ¥20,000
VOT233B商品番号 ¥18,000
VOT233C商品番号 ¥16,000

●サイズ／A（H12.5cm）B（H10cm）
C（H7.5cm） ●材質／光学ガラス・
底面金箔（プラチナ箔）＋2D加工
※価格に版下・版代を含みます。
※VOT233B金箔のようにご指定ください。

箔部分は金沢の箔貼り職人によって一枚一枚

手で貼り重ねられ、手作りならではの風合いが

残る仕上げとなっています。

金   沢
本金箔

Made in KANAZAWA

A（金箔） B（プラチナ箔） C（金箔）

至高のトロフィ
箔が魅せる

プレミアムな輝き
和を意識した

海外・法人様向け表彰にもおすすめです。

ヘッドの部分が360度回転！

MYT-08

MYT-07
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A AB

B

C

C

襟なしタイプの服やお着物の
装いにも使用できます。

スカイブルー ライムグリーン オレンジ セピア ビジネスマン必携の1本!

※2019年7月より価格改定

¥1,600
30個以上ならお得！

多機能と大画面表示が魅力！ コンパクトに
折りたたみ可能な
LEDライト！

高級感のある大理石調フレームの
デジタル電波時計

1個

防災用品として

携帯に便利

手の平サイズ

POINT!LEDバックライト

アラーム/スヌーズ機能

温度/日付表示

見やすい大画面表示

POINT!

こんなに機能が
付いています！

アラーム/スヌーズ機能

日付/六曜表示

温度/湿度表示

置掛兼用

POINT!

こんなに機能が
付いています！

大画面デジタル
目覚まし

¥2,000NA-911商品番号

●サイズ／11.3×9.5×4.5cm ●重量／約150g　
●材質／ABS樹脂 ●電源／単3×1

¥1,650
30個以上ならお得！

コンパクト
LEDライト

¥2,000397-11商品番号

●サイズ／折畳時（7×13×4.5cm）使用時（7×13×30cm）
●材質／ABS・USBケーブル×1 ●電源／USB 単3形（別売）×4
●重量／210g

1個
¥3,000
40個以上ならお得！

¥4,000NA-101MS商品番号 1個
●サイズ／23.5×16.5×3cm ●重量／約400g
●材質／ABS樹脂 ●機能／電波時計40/60KHz自動受信
●電源／単3×3

デジタル日めくり
電波時計

完 売




